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1.  平成21年5月期第2四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年11月30日） 

(注）当社は、平成20年５月期第２四半期より連結財務諸表を作成しているため、平成20年５月期第２四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。  

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年5月期第2四半期 6,947 ― 381 ― 402 ― 196 ―

20年5月期第2四半期 5,702 ― 403 ― 415 ― 231 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年5月期第2四半期 4,207.08 4,177.75
20年5月期第2四半期 4,893.05 4,844.57

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年5月期第2四半期 5,100 3,551 69.6 78,044.25
20年5月期 5,227 3,624 69.3 77,413.07

（参考） 自己資本   21年5月期第2四半期  3,551百万円 20年5月期  3,624百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年5月期 ― 1,500.00 ― 2,000.00 3,500.00
21年5月期 ― 2,000.00 ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 2,000.00 4,000.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 15,500 25.0 1,080 22.0 1,110 22.4 611 24.8 13,010.79

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については、３ページ【定性的情報・
財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第2四半期  48,670株 20年5月期  48,532株

② 期末自己株式数 21年5月期第2四半期  3,160株 20年5月期  1,709株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第2四半期  46,732株 20年5月期第2四半期  47,252株



定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期におけるわが国経済は、世界的な金融危機による株式・為替市場の大幅な変動等から、企業体力は

低下しており、先行きへの不安から個人消費の低迷も顕著となっております。雇用情勢につきましても、景気悪化

が深刻化するなか、大手企業が相次いでコスト圧縮のための人員削減を発表しており、特に非正規雇用の雇い止め

は社会問題にまで発展しております。人材サービス業界は、派遣労働者の雇用確保と地位安定のため日々邁進して

おりますが、この環境下では厳しい状況へと変わりつつあります。また、当社グループの主要マーケットである携

帯電話業界は、割賦販売の定着による機種変更期間の長期化及び景気後退による消費マインドの低下に伴い、前年

同期比で携帯電話端末の販売台数が大幅に減少しました。 

当社グループでは、この状況のもと、主要事業である営業支援サービスにおいて、携帯電話業界へ特化している

強みをさらに活かすべく、独自の研修体制の充実及びジェイコムスタッフへのフォロー体制の強化を行い、業界シ

ェアの拡大に努めました。その一方で、さらなる事業拡大を図るため、新たにアパレル業界の販売員派遣を本格的

に開始しました。また、全国営業網の充実を図ることを目的として、当第２四半期において千葉、北陸、鹿児島へ

と、サテライトオフィス展開を積極的に行った結果、合計10カ所となりました。この結果、当第２四半期において

も、堅調に業績を伸ばすことができました。 

就職支援サービスにおいては、景気後退による雇用情勢の悪化から、企業の求人にかけるコストが急激に減少し

たことから、新卒採用支援を行っている連結子会社であるインダス株式会社において、売上高の低迷を余儀なくさ

れました。 

  また、マルチメディアサービス事業におきましては、近隣に家電量販店が進出し売上が伸び悩んでいたソフトバ

ンク伊丹西野を平成20年９月23日に閉店しました。直営２店舗につきましては、引き続き販売力強化に努めまし

た。 

  当第２四半期の販売実績を事業の部門別に示すと次のとおりであります。 

  

 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

  

 以上の結果、当第２四半期の売上高は6,947百万円、営業利益は381百万円、経常利益は402百万円、四半期純利

益は196百万円となりました。 

  

事業部門 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成20年６月１日 
至 平成20年11月30日） 

前連結会計年度
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

  総合人材サービス事業      6,681  96.2  11,733  94.6

  西日本地区  3,028  43.6  5,534  44.6

  東海地区  1,106  15.9  1,995  16.1

  東日本地区  2,546  36.7  4,204  33.9

マルチメディアサービス事業  265  3.8  670  5.4

合計  6,947  100.0  12,404  100.0

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期における資産につきましては、事業拡大による売掛金の増加29百万円等がありましたが、その一方

で投資有価証券の償還や評価損による減少247百万円、現金及び預金の減少59百万円等により、前期末に比べて126

百万円減少し、5,100百万円となりました。 

 負債につきましては、ジェイコムスタッフの増員等による未払金の増加47百万円等がありましたが、その一方で

未払法人税等及び未払消費税等の減少86百万円等により、前期末に比べて53百万円減少し、1,548百万円となりま

した。 

 純資産につきましては、当第２四半期に行った自己株式取得により自己株式が170百万円増加したこと等から、

前期末に比べて72百万円減少し3,551百万円、自己資本比率は69.6％となりました。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

  当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利益の計上

のほか、投資有価証券の売却収入といったプラス要因があったものの、一方で、税金や配当金の支払、自己株式の



取得による支出といったマイナス要因があったことにより、前期末に比べ559百万円減少し、973百万円となりまし

た。 

  当第２四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は164百万円となりました。この主な内容は、税金等調整前四半期純利益の計上367

百万円、未払金増加による資金の増加50百万円といった資金増加要因、法人税等の支払額195百万円、未払消費税

等の減少61百万円、売上債権の増加34百万円といった資金減少要因によるものであります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果使用した資金は461百万円となりました。この主な内容は、短期資金の運用を目的とした有価証

券の取得による支出596百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入303百万円、余資資金の運用

を目的とした定期預金の預入による資金の減少100百万円であります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は262百万円となりました。この主な内容は、配当金の支払額93百万円、平成20年

10月17日に決議いたしました自己株式の取得による支出171百万円であります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  平成20年７月１日公表の業績予想に変更はありません。  

   

４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①簡便な会計処理  

  固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効

税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税等

調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 973,105 1,033,069

受取手形及び売掛金 1,411,127 1,381,464

有価証券 497,048 499,444

商品 739 904

信託受益権 700,000 700,000

その他 177,116 162,330

貸倒引当金 △1,512 △7,738

流動資産合計 3,757,624 3,769,475

固定資産   

有形固定資産 61,166 62,345

無形固定資産   

のれん 292,395 315,147

その他 36,014 31,428

無形固定資産合計 328,409 346,575

投資その他の資産   

投資有価証券 569,881 817,517

差入保証金 147,702 139,314

その他 251,985 102,889

貸倒引当金 △16,431 △11,060

投資その他の資産合計 953,138 1,048,660

固定資産合計 1,342,714 1,457,582

資産合計 5,100,339 5,227,057

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 62,962 87,476

未払金 1,012,933 965,223

未払法人税等 194,542 219,234

未払消費税等 124,036 185,653

賞与引当金 － 46,483

その他 154,071 98,273

流動負債合計 1,548,546 1,602,345

負債合計 1,548,546 1,602,345



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,357,880 1,356,960

資本剰余金 1,527,480 1,526,560

利益剰余金 1,430,908 1,327,947

自己株式 △736,385 △566,024

株主資本合計 3,579,883 3,645,443

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △28,089 △20,731

評価・換算差額等合計 △28,089 △20,731

純資産合計 3,551,793 3,624,712

負債純資産合計 5,100,339 5,227,057



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 6,947,385

売上原価 5,615,372

売上総利益 1,332,012

販売費及び一般管理費 950,764

営業利益 381,247

営業外収益  

受取利息 7,600

受取配当金 3,577

信託受益権収益配当金 3,202

保険解約返戻金 7,600

その他 2,703

営業外収益合計 24,683

営業外費用  

支払利息 1,007

貸倒引当金繰入額 1,200

自己株式取得手数料 663

その他 321

営業外費用合計 3,192

経常利益 402,738

特別利益  

投資有価証券売却益 551

特別利益合計 551

特別損失  

投資有価証券評価損 32,875

その他 3,033

特別損失合計 35,908

税金等調整前四半期純利益 367,381

法人税等 170,774

四半期純利益 196,607



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 367,381

減価償却費 14,623

のれん償却額 22,751

投資有価証券評価損 32,875

貸倒引当金の増減額（△は減少） △855

賞与引当金の増減額（△は減少） △46,483

売上債権の増減額（△は増加） △34,274

仕入債務の増減額（△は減少） △24,514

未払金の増減額（△は減少） 50,689

前払費用の増減額（△は増加） △3,770

預り金の増減額（△は減少） 9,391

未払消費税等の増減額（△は減少） △61,616

その他 21,587

小計 347,785

利息及び配当金の受取額 13,373

利息の支払額 △627

法人税等の支払額 △195,935

営業活動によるキャッシュ・フロー 164,595

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △596,040

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

303,187

有形固定資産の取得による支出 △18,013

投資有価証券の取得による支出 △294

定期預金の預入による支出 △100,000

関係会社株式の取得による支出 △38,900

信託受益権の取得による支出 △1,400,000

信託受益権の償還による収入 1,400,000

無形固定資産の取得による支出 △9,256

差入保証金の差入による支出 △9,148

その他 6,660

投資活動によるキャッシュ・フロー △461,805

財務活動によるキャッシュ・フロー  

新株予約権の行使による株式の発行による収入 1,834

自己株式の取得による支出 △171,024

配当金の支払額 △93,008

財務活動によるキャッシュ・フロー △262,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △559,408

現金及び現金同等物の期首残高 1,532,514

現金及び現金同等物の四半期末残高 973,105



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

  

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  当第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

 総合人材サービス事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合

計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

  当第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

  当第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

  海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、平成20年10月17日開催の取締役会における自己株式（普通株式）の取得決議に基づき、自己株式

1,451株を取得いたしました。この結果、当第２四半期連結累計期間において自己株式が170百万円増加し、当第

２四半期連結会計期間末において、自己株式が736百万円となっております。 
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